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Chartered 1998

クラブ会長主題 「ワイズメンズクラブを楽しもう！」
国際会長主題
“Yes, we can change”[私たちは変えられる」
アジア太平洋地域会長主題 “Action” 「アクション」
東日本区理事主題 「成せば、成る」No challenge, No fruit.
関東東部部長主題 「良いものを見つけ・つなげて、よくなろう」

7 月の聖書
この福音は、神が既に聖書の中で預言者を通して約束
されたもので、御子に関するものです。
ローマの信徒への手紙 １章２・３節
The gospel he promised beforehand through his
prophets in the Holy Scripture regarding his Son.
(Romans1-２・3)

２０１８年6月の統計（6月23日）
在籍11名 出席者７名
出席率63％

２０１８年 ７月例会プログラム
日 時：７月 28 日（土）午後４：00～
場 所：川越 YMCA センター
・開会点鐘
森下 千恵子 会長
・ワイズソング．ワイズの信条
一同
・川越クラブ本年度活動計画について
・足利 ココファーム旅行について
・川越クラブ 20 周年行事について
・その他
・閉会点鐘
森下 千恵子会長

川越クラブ新年度の方針と抱負
～ワイズメンズクラブを楽しもう！～
2018-2019 年度川越クラブ会長 森下

賜りました。長いこと吉野前会長におんぶに抱っこの
甘えた気持ちでおりましたので、早く自立しなければ
と自分を励ましているところです。とはいえ私ひとり
で気負っても何もできません。川越クラブの先輩方々
の豊富な知識と経験をお借りしながらやっていけれ
ばと思います。
会長主題は「ワイズメンズクラブを楽しもう！」で
す。クラブメンバーの高齢化、会員増強など色々な課
題が多いのですが、とりあえずは楽しみましょう。笑
う門には福来る。楽しければ仲間が増えると信じてい
ます。私自身、会長さんは皆さんをいかに楽しませる
かだと考えております。話し合わなくてはいけない課
題も多いのですが例会のみならず外にでる機会も増
やしていきたいと思います。大人の休日倶楽部をもじ
りまして大人の社交倶楽部にしようかと目論んでお
ります。もちろんクラブメンバー以外の参加が可能な
ものも考えています。すでに８月のココファームワイ
ナリー見学もすでに予定されているところですが、大
きなイベントとして川越ワイズメンズクラブ設立２
０周年記念行事も準備しなければなりません。川越ワ
イズメンズクラブ２０年の歩みをチャーターメンバ
ーその他のメンンバーで共有し３０年、４０年の未来
に繋げる会になるようご協力お願いします。
私自身、ワイズメンズクラブの皆様の豊富な知識と
経験に触れる喜びを感じながら過ごしてまいりまし
た。クラブメンバーの皆様におかれましてもこの一年
がさらなる交流と実りあるものとなることを心より
お祈り申し上げます。
P.S
来年の東日本区大会、川越クラブ何れかの部門で表
彰されたいです！

千恵子

近山さんが川越センターに赴任されました。

ワイズメンズクラブは７月から新しい年度が始ま
りました。新年度とともに私森下が新しく会長の任を

（本人から、自己紹介の原稿をいただきました。
）
4 月に異動してまいりました近山智美(ちかやま
ともみ)と申します。幼いころから埼玉に住み、メン

バー、リーダーとしても長く YMCA と繋がって、お世
話になっていました。外に出たり、体を動かすことが
大好きで、休日には自然の豊かな場所 へ出かけたり
しています。
昨年度は所沢センターで、学童と特別支援クラスを
担当し、現在は、放課後等デイサービスのクラス担当
を主に担っております。たくさんの子どもたちと接し
ながら、私自身、日々多くのことを学び感じている途
中です。
異動から 3 ヶ月が経ちますが、川越センターはとて
もアットホームで素敵なセンターだなと日々実感し
ております。私も川越センターの一員として、元気と
明るさを大切にこれからも邁進していきたい と思っ
ております。
よろしくお願いいたします。

2018 年度 6 月例会報告
吉野 勝三郎
まずは、上記、近山 智美さんを写真で紹介します。
河合今日子さんと森下新会長の間で、にっこりとされ
ているのが、近山さんです。川越センターへの異動を
歓迎して、6月例会の後の食事会の際の写真です。

今年度中に、看板などの更新を終える予定とのこ
とでした。
又、人材確保には、ハローワークだけに頼ってい
ては限界があり、ある程度経費がかかっても、民
間の求職サービスを活用せざるをえない現状が
説明されました。
川越クラブとしては、
9 月 17 日（月）
埼玉ＹＭＣＡフェスティバルと会員総会
11 月 3 日（土）
チャリティーラン
に、出来るだけ多くのメンバーが参加されることを
期待します。
２）“紅あか”販売
川越クラブのニックネームと言ってもおかしく
ない、“紅あか”の販売は、工藤さん亡き後、受注処
理・農家への発注・いもの子作業所への納品・いもの
子作業所からの発送・請求・入金確認と、一連の業務
をほとんど山崎純子メンが 1 人で担当してくれていま
した。そこで、今後は、利根川太郎メンがコンピュー
タによる処理を中心に山崎メンをサポートしてくれ
ることになりました。
今年も、秋の販売には協力をお願いします。
３）ココファームワイナリー見学バスツアー
栃木県足利市に行きます。森下会長が情熱を込め
て準備しています。どうぞ身内・知人・友人を誘って、
楽しい 1 日を過ごしましょう。
8 月 23 日（木）、一人 6,000 円です。30 人にもう
少しです。川越センターに集う、放課後等デーサービ
スの生徒さんとその保護者も参加予定です。

その他の報告
１）埼玉ＹＭＣＡ総主事小谷全人が例会に出席して
くださり、埼玉ＹＭＣＡの近況等について説明が
あり、今までの埼玉ＹＭＣＡに対する支援に対す
る感謝の言葉があり、更に、今後も積極的に支援
して欲しいとの要請がありました。
－埼玉ＹＭＣＡは 2018 年から、５ヶ年計画、
”SAITAMA YMCA VISION 2022” を策定して
運営している。その骨子は、下記の 4 項目です。

YMCA 報告
●先日は、 4 月から川越センターに配属された職員の
歓迎会を開いていただきありがとうご ざいました。
また、前回のワイズ例会にてご承認いただきました事
務所テーブルも先週 納品されました。重ねてお礼申
し上げます。

・次代を担う青少年のために/
For Youth Development
・すべての人々の健康的な生活を支えるために/
For Healthy Living
・社会的な責任/For Social Responsibility
+（プラス）新たなブランドコンセプトに基づく
取り組み
そのような中で、日本ＹＭＣＡ同盟が推進してい
る、ブランディングについては、埼玉ＹＭＣＡは

●7 月 21 日（土）～8 月 24 日（金）まで、放課後等
デイサービ ス夏のプログラム開催のため開館時間が
変則的になります。
ご来館の際は、事前にお電話にてご確認いただけます
ようお願いい たします。

